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表紙写真：東京農工大学の蚕室(東京都府中市)に侵入したホシヒメホウジャク
Neogurelca	 himachala	 (スズメガ科	 ホウジャク亜科)。本種の雄成虫は、しばし
ば蚕室周辺に飛来する。カイコの雌成虫が放出するボンビカールに誘引されるた
めと考えられる。一方、通常のカイコ雄成虫はボンビカールに対して何ら反応し
ない。今回我々は、カイコのspli変異体では、ボンビカールによって交尾行動が
誘起されることを発見した(日本学術振興会特別研究員　藤井告)。	 
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Sex-linked transcription factor involved in a shift of sex-pheromone 
preference in the silkmoth Bombyx mori. 

Tsuguru Fujii, Takeshi Fujii, Shigehiro Namiki, Hiroaki Abe, Yukio Ishikawa,  

Akio Ohnuma, Ryohei Kanzaki, Susumu Katsuma, and Toru Shimada 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 108 (44), in press.  doi: 10.1073/pnas.1107282108 

In the sex-pheromone communication systems of moths, odorant receptor (Or) specificity as well as higher 
olfactory information processing in males should be finely tuned to the pheromone of conspecific females. 
Accordingly, male sex-pheromone preference should have diversified along with the diversification of female 
sex pheromones; however, the genetic mechanisms that facilitated the diversification of male preference are not 
well understood. Here, we explored the mechanisms involved in a drastic shift in sex-pheromone preference in 
the silkmoth Bombyx mori using spli mutants in which the genomic structure of the gene Bmacj6, which 
encodes a class IV POU domain transcription factor, is disrupted or its expression is repressed. B. mori females 
secrete an ~11:1 mixture of bombykol and bombykal. Bombykol alone elicits full male courtship behavior, 
whereas bombykal alone shows no apparent activity. In the spli mutants, the behavioral responsiveness of 
males to bombykol was markedly reduced, whereas bombykal alone evoked full courtship behavior. The 
reduced response of spli males to bombykol was explained by the paucity of bombykol receptors on the male 
antennae. It was also found that, in the spli males, neurons projecting into the toroid, a compartment in the 
brain where bombykol receptor neurons normally project, responded strongly to bombykal. The present study 
highlights a POU domain transcription factor, Bmacj6, which may have caused a shift of sex-pheromone 
preference in B. mori through Or gene choice and/or axon targeting. 

 

カイコの性フェロモン選好性を変更する伴性の転写因子	 

藤井	 告、藤井	 毅、並木重宏、阿部広明、櫻井健志、	 

大沼昭夫、神崎亮平、勝間	 進、石川幸男、嶋田	 透	 

米国科学アカデミー紀要	 108 巻 44 号（2011 年 11 月 1 日）	 

蛾類に認められる性フェロモンを介した雌雄間の交信システムにおいて、雄の配偶行動は、同種の雌

が放出する性フェロモンによって特異的に誘起される。それ故に、雌の性フェロモン合成系や雄の性

フェロモン選好性は、個々の種で異なっている。しかし、雄の性フェロモン選好性の多様性を支配し

ている遺伝的なメカニズムは良くわかっていない。今回我々は、カイコの POU ドメイン転写因子をコ

ードする伴性遺伝子 Bmacj6 の変異体(spli および spliBt)において、雄の性フェロモン選好性が変化

するメカニズムを解析した。カイコの雌のフェロモン腺には、ボンビコールとボンビカール(ボンビ

コールの酸化物)が約 11:1 の比で存在している。正常なカイコの雄の配偶行動は、ボンビカールでは

誘起されないが、ボンビコールのみで誘起される。一方、我々は、spli雄では、ボンビコールに対す

る応答性が低下するだけでなく、ボンビカールによって交尾行動が誘起されることを発見した。遺伝

学的な実験の結果、ボンビコールに対する応答性の低下は、ボンビコール受容体をコードする Or1の

転写量が激減しているためであることが示唆された。また、神経学的な解析の結果、spli 雄蛾では、

脳の触角葉において、本来ボンビコール受容体を発現する嗅覚神経が特異的に投射しているトロイド

に、ボンビカール受容体を発現する嗅覚神経が投射していることが分かった。本研究成果から、POU

ドメイン転写因子をコードする Bmacj6 の変異体において、嗅覚受容体の転写の異常や、嗅覚神経の

軸索投射の異常が原因で、性フェロモン選好性が変化したことが示唆された。 
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性フェロモンに対する好みを変更する遺伝子をカイコで発見	 

2011 年 10 月 18 日	 東京大学	 農学生命科学研究科	 報道発表	 

http://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/2011/20111018-1.html	 	 

 
【概要】	 

蛾類は、性フェロモンを利用して雌雄間での交信を行っている。個々の種の雌は、特定の

性フェロモンを合成し、雄の配偶行動は、同種の雌が合成する性フェロモンによって特異的

に誘起される。雌が合成する性フェロモン成分と雄の性フェロモン選好性の種間差が、どの

ような遺伝的なメカニズムで生み出されているのかという問題に関して、これまでに数々の

研究が報告されているが、後者に関する分子遺伝学的な知見は、カイコを含め数種の蛾類に

おいて、性フェロモン受容体をコードする遺伝子が明らかにされているに過ぎなかった。性

フェロモン選好性が分化するには、匂いを受容する触角と、情報を処理する脳の両方が、新

たな性フェロモンへと複合的に適応する必要があり、性フェロモン受容体を単離するだけで

解決するような単純な問題ではない。	 

	 カイコでは、雄は雌が放出する性フェロモンであるボンビコールに特異的に応答して交尾

行動を示す。今回我々は、転写因子 BmAcj6 をコードする伴性遺伝子に異常のある変異体

（spliと spliBt）は、ボンビコールにほとんど応答しなくなるだけでなく、正常な雄なら反

応しないはずのボンビカール(ボンビコールの酸化物)に強く反応して交尾行動を起こすこ

とを発見した。その行動変化のメカニズムを遺伝学的、神経学的に解析した結果、Bmacj6

は、触角での性フェロモンの受容(末梢)と、脳での情報処理(中枢)の両方を、複合的に制御

していることが明らかになった。本研究成果は、蛾類の性フェロモン選好性の種間差を生み

出す遺伝的なメカニズムの解明に大きく貢献するものである。	 

これらは、東京大学大学院農学生命科学研究科、東京大学先端科学技術研究センター、東

京農工大学、(財)大日本蚕糸会蚕業技術研究所の間の共同研究の成果であり、『PNAS,	 米国

科学アカデミー紀要』の電子版で 2011 年 10 月 17 日に発表された。	 

なお、本論文の内容は、PNAS 108(44)の表紙に掲載されたカイコ成虫の写真とともに、

"Cover image"欄で紹介されている（http://www.pnas.org/content/108/44.toc）。 

 

【研究の内容】	 

蛾類の雄の性フェロモン選好性に関する研究として、性フェロモンが異なるヨーロッパア

ワノメイガの E系統と Z系統を使った研究が有名である。交配実験により、この 2系統では、

性フェロモン選好性の差がZ染色体の1遺伝子座によって支配されていることが明らかにな

っている。遺伝学的および神経学的な解析により、複数の性フェロモン受容体が Z 染色体に

連鎖していることや、この 2 系統では脳の構造にも違いがあり、その差が伴性遺伝すること

も明らかになっている。しかし、性フェロモン選好性の違いを支配している伴性遺伝子の実

体は明らかにされていない。	 

今回我々はカイコにおいて、転写因子をコードする伴性遺伝子 Bmacj6 に異常のある雄の
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蛾は、ボンビコールに対する応答性が著しく低下するだけでなく、正常な雄がまったく興味

をしめさないボンビカールに対して交尾行動を示すことを発見した(図 1)。遺伝学的な解析

の結果、Bmacj6 の変異体では、嗅覚器官である触角において、ボンビコールを受容するの

に必須であるボンビコール受容体の遺伝子の発現量が、正常なカイコの約 1000 分の 1 にま

で低下しているために、低濃度のボンビコールでは配偶行動が誘起されないことがわかった。

一方、正常な雄成虫において、ボンビコール受容体を発現する嗅覚神経とボンビカール受容

体を発現する嗅覚神経は、それぞれ脳のトロイドとキュムラスという異なる領域に連絡して

いる(図 2)。神経学的な解析の結果、Bmacj6の変異体では、ボンビカール受容体を発現する

嗅覚神経が、誤ってトロイド領域に繋がっていることがわかった(図 2)。すなわち、Bmacj6

の変異体では、神経の配線の異常によって、ボンビカールが、ボンビコール同様に交尾行動

を誘起してしまうと考えられた。	 

スズメガの仲間など、カイコの近縁種には、ボンビカールを性フェロモンとして利用する

種がいる。今回我々が発見した現象は、1 遺伝子の突然変異が原因で祖先的な嗅覚が蘇って

しまう、いわば先祖帰り現象と考えられる。本研究によって、Bmacj6 は触角での性フェロ

モンの受容(末梢)と、脳での情報処理(中枢)の両方を、複合的に制御していることが明らか

になった。転写因子 BmAcj6自体、あるいは、BmAcj6によって転写が制御されている遺伝子

の機能分化によって、ボンビカールを性フェロモンとして利用する嗅覚システムがボンビコ

ールを性フェロモンとして利用するシステムへと進化した可能性が示唆された。	 

鱗翅目昆虫では、複数の種間においてＺ染色体にシンテニーが認められていることから、

カイコの伴性遺伝子は、他種でもＺ染色体に連鎖している可能性が高い。先述のように、ヨ

ーロッパアワノメイガの 2 系統では、性フェロモン選好性の違いが伴性遺伝子に支配されて

いる。Bmacj6 オーソログが野外で生息する蛾類の性フェロモン選好性の違いに関与してい

るのか否か、今後の研究の進展が待たれる。	 

	 

図 1	 ボンビカールに応答する Bmacj6変異体(白いカイコ)	 

ボンビカール(図左)とボンビコール(図右)が入ったビンの蓋をゆるめ、	 

Bmacj6変異体(白いカイコ)と正常な Bmacj6を持つカイコ(黒いカイコ)を周辺に放すと、黒

いカイコはボンビコールに誘引されたのに対して、白いカイコは、ボンビカールに誘引さ

れた。	 
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【今後の展開】	 

すでに我々は、カイコの Bmacj6 変異体が、桑以外の葉を摂食する食性異常を発現するこ

とを発見している。今後は、Bmacj6 変異体が食性異常を発現するメカニズムの解明を目指

す。Bmacj6 変異体では、ボンビコール受容体をコードする Or1 の転写量が激減していたこ

とを踏まえ、幼虫の嗅覚器官および味覚器官において RNA-seq 解析を行い、転写因子 BmAcj6

の制御を受けている遺伝子を特定したい。	 

 

【研究分担および支援】  

藤井告	 (日本学術振興会特別研究員)が本研究全般を主導的に推進した。他の研究者の分

担は以下の通りである：藤井毅	 (東大)	 行動実験および触角電位測定の支援；並木重宏（先

端研）脳の神経学的解析；阿部広明	 (農工大)	 行動実験の支援；	 櫻井健志	 (先端研)	 嗅

覚受容体の発現解析；大沼昭夫	 (蚕技研)	 変異体および、変異体に関する未発表情報の提

供；石川幸男	 (東大)	 論文執筆；神崎亮平、勝間進、嶋田透	 研究全般の推進。	 

なお、本研究は科研費・新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」、同・基

盤研究(A)、農水省「アグリゲノム」研究等の支援を受けて行われた。 

 

図 2	 Bmacj6変異体がボンビカールに応答するメカニズム	 

ボンビコール受容体(Or1)を発現する嗅神経細胞とボンビカール受容体(Or3)を発現する嗅神

経細胞は、触角に存在する感覚毛において、対になって存在している。ボンビコール応答嗅神

経細胞は、触角葉の toroid 領域へ、ボンビカール応答嗅神経細胞は、cumulus 領域へ投射し

ている。今回、我々は、Bmacj6変異体において、(1)Or1 の発現量が正常なカイコの約 1/1000

に激減しているためにボンビコールに対する応答性が著しく低下すること、(2)ボンビカール

応答嗅神経細胞が、本来の cumulus ではなく、toroid に投射しているために、ボンビカール

によって交尾行動が誘起されることを明らかにした。	 
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